
2006 ～ 2007 年度

   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　ウィリアム B. ボイド （国籍・ニュージーランド）

2720 地区

別府中央ロータリークラブ

例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店　７Ｆぼたんの間
　　　　TEL  ２３－１１１１
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事　鳴海淳郎
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　〃　 溝部　仁
　〃　 梅津ヤヨイ

役員　会　長　上妻　浩
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　近藤賢司
　　　会　計　上妻　浩

第  　 回 例 会 会報委員長　津末美代子

理事　後藤　隆
　〃　 薬真寺章三

ＳＡＡ　木村きぬゑ
直前会長　平野英壽

LEAD THE WAY
率先しよう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　たなばたさま

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る

抒情名曲アルバム」より

ゴンドラの唄

波浮の港

花の街　　　　他

◆ゲ ス ト　　ドブロボリスカヤ・アンナさん

（米山奨学生）

会長の時間 会長　上妻　　浩

　本日は今年度第一回のしかも私が会長として迎

える最初の例会です。前に座るのはプログラム委

員長（副幹事兼務）、幹事、副会長に続いて４年

連続なので慣れてはいますが、会長としては初め

てです。この会長の時間が毎回ありますので、テ

ーマをいくつか決めて臨みたいと考えています。

今日は卓話が役員就任挨拶となっており、今年度

の方針、活動計画等はその時話しますので、会長

の時間はこれで終わります。

幹事報告 幹事　近藤　賢司

… 本日から新年度のスタートです。

１年間よろしくお願い申し上げます。…

ＬＥＡＤ ＴＨＥ ＷＡＹ
率先しよう

2006-2007年度 ＲＩ会長
ウィリアム Ｂ.ボイド氏

１．本日の卓話

　　『役員就任挨拶』

上妻　浩会長（会計も兼任）、森　宗明副会長、

近藤賢司幹事、木村きぬゑＳＡＡ

２．本日のゲスト

　　ドブロボリスカヤ・アンナさん（米山奨学生）

３．ＲＩ第2720地区2006-2007年度『社会奉仕委員会

並びに福祉推進委員会合同セミナー』開催のお知らせ

 日　　時　　平成18年８月５日（土）13：00～17：00

◆出席報告　　　　　　　委員長　後藤　孝弘
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12：30～登録開始/13：00～点鐘（開会）

13：40～基調講演/17：00点鐘（閉会）

 場　　所　　くまもと県民交流館パレア 10Ｆ

（熊本市手取本町８-９ テトリア熊本ビル

　 096(355)4300）

 基調講演　　「自律／自立」オムロン太陽㈱

　　　　　　　　代表取締役社長　江藤秀信先生

参加対象者　　会長、幹事、社会奉仕委員長、

社会奉仕・福祉関連委員

 参 加 費　　３,000円（会長、幹事、社会奉仕委員長）

その他会員一人につき１,000円

 申込締切　　７月20日（木）

＊登録申し込み・詳細は幹事または事務局までお申し出下さい。

４．各ロータリークラブからのお知らせ

「事務局変更」（※例会曜日・時間・場所には変更等ありません。）

○杵築ロータリークラブ

旧住所：〒873-0031 杵築市大字守江1747-１

新住所：〒879-1307 杵築市山香町大字野原4218

　　　　㈲山香水道内

　Tel：0977(75)0208　Fax：0977(75)0170

○くにさきロータリークラブ

旧住所：〒873-0646 東国東郡国東町大恩寺113-１

宮井竹工所内 

新住所：〒873-0221 国東市安岐町西本1059番地１

杵築電気工事㈱ 内

Tel：0978(67)0147　Fax：0978(67)0150

○宇佐八幡ロータリークラブの事務局は、宇

佐2001ロータリークラブとの合同事務局と

なります。

旧住所：〒879-0455 宇佐市大字閤63-１

　　　　㈱レインボーホール内

新住所：〒879-0471 宇佐市大字四日市1608-８

グリーンハイツ Ａ101

Tel：0978(34)6111　Fax：0978(34)6112

「例会場変更」（※事務局には変更等ありません。）

○湯布院ロータリークラブ

旧例会場：喫茶クリケット

新例会場：ホテル山水館

（由布市湯布院町川南　 0977(84)2101）

※食事はビール館にて12:00～12:40までに済ませて頂き例会場にお越し下さい。

５．本年度、ＲＩ第2720地区のガバナーには玉

ノ井溥明氏（別府北ＲＣ）が就任され、大分

第三分区ガバナー補佐には明石光伸氏（別府

ＲＣ）が就任されました。

６．本年度、ＲＩ第2720地区委員に就任された

当クラブ関係者は、下記の通りです。

 ・財務委員会　資金　委員長　河村貴雄会員

 ・国際奉仕委員会　　委員長　溝部　仁会員

 ・第４回中学卓球大会委員会　委　員　森　宗明会員

７．本日例会終了後、13：40～「第１回定例理

事・役員会」を開催致します。

８．例会変更のお知らせ

くにさきＲＣ ７月５日（水）の例会は、全役員

慰労会および新会員歓迎会の為　

同日18：30～いこいの村国東に

時間変更

９．次週の予定

 「委員会活動計画」

森　宗明クラブ奉仕委員長、薬真寺章三職業奉仕委員長、

村津忠久社会奉仕委員長、後藤　隆国際奉仕委員長

10．本日の回覧

 ①「別府中央ロータリークラブ会員名簿」の校正

11．本日の配布

①ロータリーの友７月号

②週報824・825号

③「別府中央ロータリークラブの実績について思う」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　吉冨　今男

○上妻会長

　本年度第１回の例会です。よろしくお願いし

ます。

○近藤会員

　本日から幹事の大役をおおせつかりました。

少しでも皆様の役に立てるよう一生懸命頑張り

ますので、よろしくお願い致します。

○鳴海会員

　新年度の発足にあたり、会長・幹事のご健闘

を祈ります。みんなも一緒に頑張りましょう。

○村津会員

　「クール・あおやまの第12回定期演奏会」は

一昨日、お陰をもちまして、無事盛会裡に終わ

りました。感謝です。

　今日は新しいロータリー年度の始まり、上妻

会長さん、近藤幹事さん、会員のみなさん、共

に手を携えて、楽しみながら頑張りましょう。

新たなスタートにスマイル。

○平野会員

　今日の気分は、カバンカルガル、おそばツル

ツル、心ハレバレ。
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○薬真寺会員

　いよいよ新年度スタート。上妻会長、近藤け
4

んじかんじ
4 4 4 4 4

、宜しくお願いいたします。

○赤嶺会員

　いよいよ上妻会長を初めとする新年度がスタ

ートしました。どうぞ宜しくお願いします。Ｒ

財団の寄付額が1,000円多かったという事でそ

のままスマイルします。

○髙宮会員
　上妻会長、近藤幹事、そして役員の皆様、

一年間宜しく御指導下さい。

　村津会員、クールあおやまの発表会、楽しく

聴かせて頂きました。

○後藤（孝）会員

　今日より出席報告をさせていただきます。

一年間、よろしくお願いします。

○後藤（隆）会員

　上妻会長、近藤幹事、大島プログラム委員

長、前の席での食事の味は格別だと思います

が、一年間ガンバッテくださいネ。

○大島会員

　新会長、幹事、役員さん、一年間よろしくお

願いします。

○衛藤会員

　「雨の庭艶を競うて咲くあじさいの花」

　降ったりやんだり、うっとうしいですね。今

日から新年度、役員の皆様よろしくお願い致し

ます。

○梅津会員

　スマイル委員長の間、ほとんど毎回スマイル

もしてきましたし、又、今日からはゆっくりと

御食事ができます。嬉しいです。どうぞ会長、

幹事さん、又スマイル委員長の吉冨さん、一年

間頑張って下さいネ。

○河村会員

　上妻会長、近藤幹事、一年間ご指導をよろし

くお願い致します。今年も楽しい例会を期待し

ています。

○高田会員

　新年度の役員の方々、一年間よろしくお願い

します。私も出来る限り出席します。

○事務局　寺山氏

　先日は、別府中央ロータリークラブの皆様よ

り暖かいお気持ちをいただき本当にありがとう

ございました。新婚さん…のはずですが、お互

い今までと変わらず離れての生活の為、あまり

実感できていません（笑）。こんな私たちですが、

これからもよろしくご指導下さい。

　本日から新年度スタートです。会長、幹事、

よろしくお願いします。

○吉冨会員

　新年度スマイル担当です。宜しく御願い致し

ます。

役員就任挨拶

 会長　　上妻　　浩

　今年度会長に就任しました上妻です。初めての

経験なので至らぬことも多々あると思いますが、

精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

　今期の方針、活動計画等につきましては「効果

的なロータリークラブとなるための活動計画の指

標」を現在記入中なので、それに沿って述べたい

と思います。全部に触れる時間はありませんので、

２つの大項目について述べたいと思います。まず、

会員増強については今年度は少なくとも３名は増

やすよう努力します。「会員数目標を達成するた

めのクラブの計画はどのようなものですか。」と

いう問いに対して13項目が例示してあり、その

中で

①「興味深いプログラム、プロジェクト、継続し

た教育活動、親睦活動に参加することにより、

高いレベルの熱意を維持することに焦点を絞っ

た退会防止計画を立案する。」

②「地域社会の多様性の真の代表者に的を絞った

勧誘計画を立案する。」

③「クラブにスムーズに溶け込めるよう、新会員

のためのオリエンテーション・プログラムを実

施する。」

の３項目を選びました。他にも有効と思われる項

目がありましたが、この３項目だけでも本格的に

実行するとなれば、相当に大変であります。皆さ

ん方のご協力を頂きまして、本気で取り組みたい

と思っています。

　他に「奉仕プロジェクト」「ロータリー財団」「将

来のロータリー指導者の育成」「一般の管理業務」

等の大項目があり、いずれも大変重要ですが、時

間の都合もあり「一般の管理業務」について少し

触れたいと思います。これも 13 項目ありまして、

「理事会会合を定期的に開いている。」「４回のク
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　次に、特別非営利活動法人「べっぷもみじ谷ト

ラスト機構」の申請状況について少しご報告致し

ます。本来なら半年もあれば充分に申請まで持っ

ていける事なのですが、私の出した申請が、県の

会計年度をまたがっての申請になってしまい、担

当者が変わり、担当者の解釈の違いによる申請の

やり直し等々、また私のそれに係わる時間がなか

なかとれなかった事、等で思った以上に時間がか

かってしまいましたが、７月の末には認可がおり

そうです。いよいよ NPO が始まる訳ですが、本

当に大変なのは今からです。非営利活動とは言え、

法人登記したわけですから、今後どうしていくの

か、事業計画の検討に本気で取り組む必要があり

ます。事業推進については今後も皆さんのご理解

とご協力を重ねてお願いする次第です。

幹事　　近藤　賢司

　今日から一年間幹事として上妻会長を支え、少

しでも会員の皆様の役に立つよう頑張りますの

で、ご指導ご協力をお願いします。ロータリーク

ラブは第一に親睦だと思うので、例会に少しでも

多く足を運んでもらえるようＳＡＡと話し合いな

がら、楽しい例会場作りを心掛けたいを思います。

また、ソフトボール大会も中央ＲＣが一丸となっ

てやれば、優勝までいかなくても一勝をあげるこ

とができると思いますので、親睦委員と充分に打

合せをしていきたいです。

ＳＡＡ　　木村きぬゑ

　元気なあいさつをし、たのしい雰囲気づくりを

してビジターを迎えたいと思っています。

　当クラブの伝統的美風となった私語のない例会

を継承してゆきたいと思っています。

　慣れない事をやりますので、わからない事が

多くあると思います。会員の皆様のアドバイスが

あってこそ出来ると思っています。どうぞよろし

くお願いします。

ラブ評議会（協議会）を計画している。」「12 月

12 日にクラブ選挙を行う。」「私たちのクラブは

地区大会に 25 名の代表者を派遣する。」等、わ

がクラブでは完全とは言わないまでも充分に励行

していると判断しています。

副会長　　森　　宗明

　今期副会長を仰せつかりました森です。

　前々期会長をやらせていただいて、今期副会長

と言う結構ハードな状況ですが、精一杯頑張りま

すのでよろしくお願い致します。

　2003 年～ 2004 年に後藤隆会長の年度に副会

長を一度経験したことになります。本来は違う方

にお願いするのが良いのでしょうが、決まったこ

とですので、とにかく頑張ります。ただ余り期待

しないでください。

　50 歳を過ぎた頃から、いろんな役が与えられ

るようになりました。最初は敬遠していたのです

が、望まれることはやりなさいと、とある方の助

言がありまして、以降、できる限りお受けしてい

く方向で考えるようにいたしました。

　会社経営のほうは設立 14 期を迎えます。皆さ

んもそれぞれご自分の会社の代表でしょうから、

現在の私の会社の状況は察しがつくと思います

が、けっして手放しで喜べる状態ではありません。

ただ、私に、公的に働く場が与えられたときは誠

意一杯そのことに尽くそうと思っています、それ

がひいては会社の業績アップにも繋がるのだとの

信念があるからです。

　人はそのとき時に見合ったことがらを与えられ

るもの、さけて通れないのだから誠心誠意そのこ

とに尽くしなさいと言うことのようです。

　以上の様な理由で今回の役もお受け致しまし

た。こころより、ご指導ご鞭撻、そしてなにより、

ご理解を賜りたく思います。一年間よろしく願い

致します。そして何よりホームクラブ出席を第一

にお願いします。

E-mail:info@beppu4rc.jp

　ワールドサッカーも決勝が近づいて来ました。

私達のトリニータも７月から試合が始まります。

レベルが違いますけど、やっぱりトリニータが早

く上位になれる様に応援して下さい。

 次回は、上妻　浩会員です。

会員コラム 津末美代子


